
 

 

 

 

ＬＡＮＥＸ－Ｔａｂｌｅｔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な特徴＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種等級 

外形寸法 

主な特徴 

キャリングケース

重量 

対応内機 

ＬＡＮＥＸ－Ｔａｂｌｅｔ
 

＜主な特徴＞ 

防爆等級

本体 １４

キャリングケース

約１０５０

Ａｐｐｌｅ製
 

Ａｐｐｌｅ製

Ｃｅｌｌｕｌａｒ＋Ｗｉ

運用が可能です。

社内ネットワークへのアクセス時に最適なセキュリティソリューションもご用意しております。

 

特許出願

○Ｒ  

 

ＬＡＮＥＸ－Ｔａｂｌｅｔ

等級： 特殊防爆構造

１４９．７ｍｍ（Ｗ）×２１

キャリングケース キャリング

１０５０ｇ（本体：約５００

製 ｉＰａｄ ｍｉｎｉ

製 ｉＰａｄ ｍｉｎｉ

Ｃｅｌｌｕｌａｒ＋Ｗｉ-Ｆｉモデルにも対応している為、

運用が可能です。（安定した高速通信が必要なエリアは防爆無線ＬＡＮシステムをご検討下さい）

社内ネットワークへのアクセス時に最適なセキュリティソリューションもご用意しております。

特許出願中

ＬＡＮＥＸ－Ｔａｂｌｅｔシリーズ

特殊防爆構造 ｓＧ３

ｍｍ（Ｗ）×２１９ｍｍ（Ｈ）×

キャリングケース

５００ｇ／キャリングケース：約

ｍｉｎｉ４ （ＷｉＦｉ、Ｃｅｌｌｕｌａｒ＋ＷｉＦ

ｍｉｎｉシリーズを搭載。

Ｆｉモデルにも対応している為、

（安定した高速通信が必要なエリアは防爆無線ＬＡＮシステムをご検討下さい）

社内ネットワークへのアクセス時に最適なセキュリティソリューションもご用意しております。

中 

 

※ イメージ画像

シリーズ 

ｓＧ３ （Zone２のみ使用

ｍｍ（Ｈ）×１７．８

ケースを開いたイメージ

ｇ／キャリングケース：約

（ＷｉＦｉ、Ｃｅｌｌｕｌａｒ＋ＷｉＦ

を搭載。（詳しい

Ｆｉモデルにも対応している為、

（安定した高速通信が必要なエリアは防爆無線ＬＡＮシステムをご検討下さい）

社内ネットワークへのアクセス時に最適なセキュリティソリューションもご用意しております。

 

イメージ画像 

防爆型無線ＬＡＮシステム

在する防爆エリアへの適用／設置が可能な無線ＬＡＮシステムです。

防爆型のＰＤＡやＩＰカメラと組み合わせれば、設備運転データや映

像の監視も行う事ができます。さらに、

合わせにより防爆エリアにて通話が可能となります

向性のアクセスポイントを使い分ける事により、様々な

対して最適（ミニマムコスト）なシステムの構築が可能です。

のみ使用可能）

１７．８ｍｍ（Ｄ）

を開いたイメージ

ｇ／キャリングケース：約５５０ｇ） 

（ＷｉＦｉ、Ｃｅｌｌｕｌａｒ＋ＷｉＦi） 

（詳しい対応状況については、お問い合わせ下さい）

Ｆｉモデルにも対応している為、無線ＬＡＮインフラ構築前でも様々なＩＴ

（安定した高速通信が必要なエリアは防爆無線ＬＡＮシステムをご検討下さい）

社内ネットワークへのアクセス時に最適なセキュリティソリューションもご用意しております。

防爆型無線ＬＡＮシステムは、ガス、石油化学、化学薬品工場等に存

在する防爆エリアへの適用／設置が可能な無線ＬＡＮシステムです。

防爆型のＰＤＡやＩＰカメラと組み合わせれば、設備運転データや映

像の監視も行う事ができます。さらに、

合わせにより防爆エリアにて通話が可能となります

向性のアクセスポイントを使い分ける事により、様々な

対して最適（ミニマムコスト）なシステムの構築が可能です。

）  保護等級：ＩＰ５４相当

適用が想定される各種プラントエリア

ｍｍ（Ｄ） 

を開いたイメージ 

 

対応状況については、お問い合わせ下さい）

無線ＬＡＮインフラ構築前でも様々なＩＴ

（安定した高速通信が必要なエリアは防爆無線ＬＡＮシステムをご検討下さい）

社内ネットワークへのアクセス時に最適なセキュリティソリューションもご用意しております。

は、ガス、石油化学、化学薬品工場等に存

在する防爆エリアへの適用／設置が可能な無線ＬＡＮシステムです。

防爆型のＰＤＡやＩＰカメラと組み合わせれば、設備運転データや映

像の監視も行う事ができます。さらに、防爆型ＩＰ携帯電話

合わせにより防爆エリアにて通話が可能となります

向性のアクセスポイントを使い分ける事により、様々な

対して最適（ミニマムコスト）なシステムの構築が可能です。

保護等級：ＩＰ５４相当

適用が想定される各種プラントエリア

背面 

対応状況については、お問い合わせ下さい）

無線ＬＡＮインフラ構築前でも様々なＩＴ

（安定した高速通信が必要なエリアは防爆無線ＬＡＮシステムをご検討下さい）

社内ネットワークへのアクセス時に最適なセキュリティソリューションもご用意しております。

は、ガス、石油化学、化学薬品工場等に存

在する防爆エリアへの適用／設置が可能な無線ＬＡＮシステムです。

防爆型のＰＤＡやＩＰカメラと組み合わせれば、設備運転データや映

防爆型ＩＰ携帯電話との組み

合わせにより防爆エリアにて通話が可能となります。指向性／無指

向性のアクセスポイントを使い分ける事により、様々なエリア形状に

対して最適（ミニマムコスト）なシステムの構築が可能です。 

保護等級：ＩＰ５４相当 

適用が想定される各種プラントエリア 

 

対応状況については、お問い合わせ下さい）  

無線ＬＡＮインフラ構築前でも様々なＩＴ管理化の試験

（安定した高速通信が必要なエリアは防爆無線ＬＡＮシステムをご検討下さい）

社内ネットワークへのアクセス時に最適なセキュリティソリューションもご用意しております。 

は、ガス、石油化学、化学薬品工場等に存

在する防爆エリアへの適用／設置が可能な無線ＬＡＮシステムです。 

防爆型のＰＤＡやＩＰカメラと組み合わせれば、設備運転データや映

との組み

。指向性／無指

エリア形状に

 

 

化の試験

（安定した高速通信が必要なエリアは防爆無線ＬＡＮシステムをご検討下さい） 



型式

ＯＳ

プロセッサー

ストレージ

ディスプレイ

無線ＬＡＮ

ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ

カメラ

外形寸法

重量

使用温度

防爆等級

保護等級

内蔵バッテリー

 

＜ＬＡＮＥＸ－Ｔａｂｌｅｔ／ｍ
項 目 

型式 

ＯＳ 

プロセッサー 

ストレージ 

ディスプレイ 

無線ＬＡＮ 

ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ 

カメラ 

外形寸法 

重量 

使用温度 

防爆等級 

保護等級 

内蔵バッテリー 

注１：予告なく仕様が変更される可能性があります。

本体のイヤホン、マイク穴、側面スイッチは防爆検定上の制約から使用する事ができません。

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京本社 

〒１００－０００５
エネルギー本

Tel：０３－６２１２－００４７
鶴見事業所（横浜本社）
〒２３０－８６１１横浜市鶴見区末広町二丁目１番地
制御技術センター

Tel：０４５－５０５－

◇リモートデスクトップ

（マニュアル閲覧

防爆エリア

背面カメラ撮影＋防爆ハンズフリー

＜ＬＡＮＥＸ－Ｔａｂｌｅｔ／ｍ
 

ＬＡＮＥＸ－Ｔａｂｌｅｔ／ｍ

ｉＯＳ１０

デュアルコアＡ

１２８ＧＢ

Retina

ＩＥＥＥ８０２

ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ４．２

フロント：１

本体 

約１０５０

動作時温度：０℃～３５℃

特殊防爆構造

検定合格番号

ＩＰ５４

 リチウムポリマー２次電池

注１：予告なく仕様が変更される可能性があります。

本体のイヤホン、マイク穴、側面スイッチは防爆検定上の制約から使用する事ができません。

                             

〒１００－０００５ 東京都千代田区丸の内トラストタワーＮ館１９階
本部 国内プロジェクト

：０３－６２１２－００４７
鶴見事業所（横浜本社） 

〒２３０－８６１１横浜市鶴見区末広町二丁目１番地
制御技術センター システム開発部

：０４５－５０５－８７５８

リモートデスクトップ

マニュアル閲覧

防爆エリア 

背面カメラ撮影＋防爆ハンズフリー

○Ｒ  
＜ＬＡＮＥＸ－Ｔａｂｌｅｔ／ｍ４基本仕様＞

ＬＡＮＥＸ－Ｔａｂｌｅｔ／ｍ

１０ （ｉＯＳ Version

デュアルコアＡ８ 

１２８ＧＢ 

Retina ディスプレイ７.９インチ（対角）

ＩＥＥＥ８０２.１１a／b／g

ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ４．２ 

フロント：１.２メガピクセル

 １４９.７ｍｍ（Ｗ）×２

１０５０ｇ（本体：約５００

動作時温度：０℃～３５℃

特殊防爆構造 ｓＧ３ 

検定合格番号 Ｔ６９５９９

ＩＰ５４ 

ウムポリマー２次電池

注１：予告なく仕様が変更される可能性があります。

本体のイヤホン、マイク穴、側面スイッチは防爆検定上の制約から使用する事ができません。

                             

東京都千代田区丸の内トラストタワーＮ館１９階
国内プロジェクト営業部 

：０３－６２１２－００４７   Fax：０３－６２１２－００６９

〒２３０－８６１１横浜市鶴見区末広町二丁目１番地
システム開発部  

８７５８  Fax：０４５－５０５－６５１６

◇現場画像と音声のリアルタイム伝送

(映像ストリーミング

＜総販売元＞

リモートデスクトップ 

マニュアル閲覧など） 

背面カメラ撮影＋防爆ハンズフリー通話

WiFi Model

基本仕様＞ 

ＬＡＮＥＸ－Ｔａｂｌｅｔ／ｍ４  （Ａｐｐｌｅ製 

Version は、ご購入時期によって異なる場合がございます）

９インチ（対角） 

g／n／ａc  デュアルチャネル（２

２メガピクセル  リア：８メガピクセル

ｍｍ（Ｗ）×２１９ｍｍ（Ｈ）×１

５００ｇ／キャリングケース：約

動作時温度：０℃～３５℃   湿度：５％～

 （Ｚｏｎｅ２のみ使用可能

９５９９号（ＷｉＦｉモデル）

ウムポリマー２次電池 

注１：予告なく仕様が変更される可能性があります。

本体のイヤホン、マイク穴、側面スイッチは防爆検定上の制約から使用する事ができません。

                             

東京都千代田区丸の内トラストタワーＮ館１９階
  

：０３－６２１２－００６９

〒２３０－８６１１横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 

：０４５－５０５－６５１６

＜運用イメージ＞

◇各種

（日常点検業務など

◇現場画像と音声のリアルタイム伝送

映像ストリーミング

＜総販売元＞

通話 

Model 

 iＰａｄ ｍｉｎｉ４搭載）

ご購入時期によって異なる場合がございます）

 ＬＥＤバックライトマルチタッチディスプレイ（２，０４８×１，５３６

デュアルチャネル（２

メガピクセル 

ｍｍ（Ｈ）×１７.８ｍｍ（Ｄ）

ｇ／キャリングケース：約５５０

湿度：５％～８５％（結露無きこと）

のみ使用可能） 

（ＷｉＦｉモデル） Ｔ６９５９８号（

注１：予告なく仕様が変更される可能性があります。 

本体のイヤホン、マイク穴、側面スイッチは防爆検定上の制約から使用する事ができません。

                              

東京都千代田区丸の内トラストタワーＮ館１９階 

：０３－６２１２－００６９ 

：０４５－５０５－６５１６

＜運用イメージ＞

各種ペーパーレス化

日常点検業務など

◇現場画像と音声のリアルタイム伝送

映像ストリーミング／ソフトフォンアプリ

 ＜総販売元＞ 

仕様注１ 

搭載） 

ご購入時期によって異なる場合がございます）

ＬＥＤバックライトマルチタッチディスプレイ（２，０４８×１，５３６

デュアルチャネル（２.４ＧＨｚ／５ＧＨｚ）

ｍｍ（Ｄ）  

５５０ｇ）   ※Ｃｅｌｌｕｌａｒ＋Ｗｉ

％（結露無きこと） 

号（Ｃｅｌｌｕｌａｒ＋Ｗｉ

本体のイヤホン、マイク穴、側面スイッチは防爆検定上の制約から使用する事ができません。

＜運用イメージ＞ 

ペーパーレス化 

日常点検業務など） 

◇現場画像と音声のリアルタイム伝送

ソフトフォンアプリ

 

 

ご購入時期によって異なる場合がございます） 

ＬＥＤバックライトマルチタッチディスプレイ（２，０４８×１，５３６

４ＧＨｚ／５ＧＨｚ） 

※Ｃｅｌｌｕｌａｒ＋Ｗｉ-Ｆｉモデルは本体：約

Ｗｉ-Ｆｉモデル） 

本体のイヤホン、マイク穴、側面スイッチは防爆検定上の制約から使用する事ができません。

◇現場画像と音声のリアルタイム伝送 

ソフトフォンアプリ) 

◇モバイル

（ループチェックなど）

Cellular ＋ WiFi

ＬＥＤバックライトマルチタッチディスプレイ（２，０４８×１，５３６ピクセル）

Ｆｉモデルは本体：約５０５

本体のイヤホン、マイク穴、側面スイッチは防爆検定上の制約から使用する事ができません。

ベテラン技術者による

モバイルDCS

（ループチェックなど）

計器室

WiFi Model 

2017

ピクセル）  

５０５ｇ 

本体のイヤホン、マイク穴、側面スイッチは防爆検定上の制約から使用する事ができません。 

 

ベテラン技術者による 

利用 

（ループチェックなど） 

計器室 

遠隔指示！ 

7.5 

 


